
　　     　　　　　　　  　【※○の日はウェルカムモーニングセミナーの日です！】
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１７ １９ 　気づいた時、気がるに喜んでさっと処理する

２４ ㉖ 　思い立つ日が最上吉日

　霧 島 市

講　話福岡　敬貢

上村　秀智郎

かのや大黒
グランドホテル　大　　隅

倫理研究所　名誉研究員 田形　健一 「継続は力なり」

薩摩川内市倫理法人会　会長
アーチ(株) 橋口　清子 講　話

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

(株)プライド　代表取締役

倫理研究所　研修室　主席
「儲けるから、儲かるへ
～倫理実践の極意～平尾　勝

℡0997-54-1137倫理法人会事務所

長田　大樹

出水市　教育長

講　話

大隅倫理法人会　幹事
（株）ＫＵＭＡＭＯＴＯ

「仲間作りのコツはコツコツ」

倫理研究所　名誉研究員 新原　隆一

出水市倫理法人会　幹事
(有)ＭＤＳ

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

「理想の会社は理想の家庭から」

「いのちと感謝」

会員スピーチ　決意発表及び実践報告

「おかげさま」

「倫理実践の対象」

　出　　水 ℡0996-62-1511

ハンガリー人溝口　省三

霧島市倫理法人会　幹事
（株）メタル・テクノ

鹿児島南倫理法人会　会長
農業生産法人そのやま農園(株)

岡田　紀夫

「『祖霊迎拝』の倫理」

℡099-224-2211　薩摩川内市
橋口　清子 講　話

鹿児島県倫理法人会　事務長
ＢＥＮコーポレーション

鹿児島県倫理法人会 ＭＳ委員長
Ｃｉｅｌｏ 中村　賢司

渡邊　千加子

薩摩川内市倫理法人会　会長
アーチ(株)

℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

平川　雅樹
福岡県 福岡中央副地区長
(有)アサム

「働きがいのある仕事」

「会長職と会社経営に通じること」

　鹿児島市

「倫理を学び、相手を思う行動
で人生が豊かになる」

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

鹿児島市倫理法人会　幹事
AIG損害保険(株)

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

℡099-253-2020

鹿児島県 中央地区長
(有)明治ミルクまま

サンロイヤルホテル2F

濱　崇博

鹿児島県庁　副知事「倫理と出会えてよかった」 中村　かおり

　鹿児島南

中島　宏充

中江　光秀

福井県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
祇王運送(株)

加藤　和子

～今日は最良の一日今は無二の好機～
きょう さいりょう いちじつ いま むに こうき

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

「万人幸福の栞！に導かれし日々」
→薩摩スピリットを世界へ♡

園山　宗光

鹿児島南倫理法人会　幹事
ソニー生命保険(株)

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

鹿児島県 中央地区長
(有)明治ミルクまま

「実戦　実践　また　実践！」

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

℡099-224-2211　鹿児島北

中江　光秀

「道義を貫く人となれ」 伊藤　勇二

　薩摩川内中央

「倫理と出会えてよかった」

薩摩川内中央倫理法人会　会長
石原写真館 石原　敏宏 講　話

「倫理とは」

腱引き師

佐賀県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
福岡建設（株）

講　話

「万人幸福の栞 解説第8条」
-明朗愛和-

「私の倫理体験と会長所信」

℡099-224-2211

℡0995-65-6681

講　話

(株)Ｃｉａｍｏ（シアモ）

鹿児島北倫理法人会　会長

㈲フクオカ美装

　奄　　美

牧尾　正臣

古賀　碧

愛媛県　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
岡田印刷(株)

「倫理との出会いと実践して
気づいたこと」

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

池畠　泰光

倫理研究所　九州・沖縄方面
方面長

那須　隆

「名門鹿児島を掲げ“心即太陽”で
やってやり抜く！＝３年ビジョン＝」

１２

令和２年度　決意発表

講　話

倫理研究所　九州沖縄方面
担当研究員

中江　光秀

　姶　　良

講　話

サンディーユハス講　話

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima

飯迫　俊詠

鶴川　宗弘

㈱ランドアート
2Fホール

鹿児島市倫理法人会　相談役
ソワレ・ド・パリ

小西　忠浩

大隅倫理法人会　相談役
(有)ベルかのや

℡0995-71-0312

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

鹿児島市倫理法人会　相談役
ソワレ・ド・パリ

会員スピーチ　　新年度決意発表‼

西文具店2F

有村　龍

℡0993-78-3840

　志 布 志 ホテルポラリス

鹿児島北 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働 塩川　哲郎

シンガーソングライター

　南　　薩

池畠　泰光講　話

　指　　宿

宇都　進

倫理研究所　研修室長 中西　康成

℡0993-23-4111

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

押川　義弘 講　話

ＤＶＤ研修　「繁栄への軌跡」

シ～ゲル小野

志布志倫理法人会　会長
（株）ライフコンシェルジュ

講　話

講　話

　鹿児島中央

「信なくば　立たず」

加藤　和子 講　話

隈元　仁志 講　話

「実戦に真心を込めて」

束前　雅之

℡099-471-1200

倫理研究所　九州沖縄方面
副方面長

「足下の実践」

指宿フェニックス
ホテル

「人生はメリーゴーランド」

志布志倫理法人会　専任幹事
(有)小西こんにゃく屋

豊島区倫理法人会　会長
万代宝書房代表

釣部　人裕 講　話

令和２年度　決意発表

山元　健作 「『間』を大切にしている実践」

滋賀県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
（株）トップ 新庄　昇 「身の丈を超える」

池畠　泰光

鹿児島県　研修委員長
Ｍでんき住設

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

会員スピーチ　～実践目標・報告～

福岡県　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
大江建築設計事務所 大江　義夫

「学生ﾊﾞｲｵﾍﾞﾝﾁｬｰによる
地方創生」

令和２年度　新役員決意発表

熊本県　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
（株）岩永組

岩永　研一 「人は何から学ぶか」 会員スピーチ　～あなたの出番です！！

鹿児島県 中央地区長
(有)明治ミルクまま

ホテルキング ℡0994-44-5511

「妻のひと言」

ホームページ
http://www.kagoshima-rinri.net/

令和 元年 鹿児島県倫理法人会

経営者モーニングセミナー一覧表９月

万人幸福の栞 第1条「日々好日」


